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後 藤 義 貞

[昭和6年7月11日 受 稿]

Uber den Einfluss der Resektion des Ganglion sympathicus cervi. sup.

 auf den Ubergang des Antikorpers in die Augenkammer.

Von

Yoshisada Goto.

Aus dem Hygienischen Institut der Med. Universitat Okayama

(Vorstand: Prof. Dr. M. Ogata).

Eingegangen am 11. Juli 1931.

Der Nachweis fur den Immunkorper im Kammerwasser wurde von mehreren Autoren
 

erbracht und bei hochimmunisierten Tieren der Ubergang desselben in die Augenkammer

mit verschiedenen Antikorperarten, wenn auch die Menge gering war, schon bewiesen.

Neuerdings wurde die Aufmerksamkeit auf den Einfluss des Ganglion cervicalis auf

 die Permeabilitatsanderung des Kammerwassers gelenkt und diese Frage durch Farebstoff,

　 Chemikalien oder Eiweissgehalt von verschiedenen Seiten gepruft.

Betreffs des Einflusses der Permeabilitatsanderung auf den Antikorperubergang

 wurden dagegen nur mittels Bakterienagglutinin einige Beschreibungen gegeben.

Ich habe die Einwirkung der Resektion des Ganglion symp. cerbicalis sup.　 mit

 Hamoagglutinin, Hamolysin und Prazipitin genau untersucht, indem ich die Beobachtung

nach der Resektion 20 Stunden bis 30 Tage lang fortsetzte und ein festes Resultat erzielte.

 Das Ergebnis ist folgendes:

1)　 Agglutinin, Prazipitin und Hamolysin gehen fast in gleichem Mengenyer

 haltnisse spurweise aus der Blutbahn in die Augenkammer uber.

2)　 Der Antikorpergehalt des normalen Kammerwassers steht wie 1/250-1/2.000

 zu demjenigen des Blutes, wahrend sich der Immunkorpergehalt des Kammetwassers

nach der Aufnahme des normalen Kammerwassers vermehrt und nach 30-40 Minuten

einem 1/3-1/8 des Gehaltes des Blutes entspricht.
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146　 後 藤 義 貞

3) Bei gesunden Augen ist die Menge des eingetretenen Antikorpers beider

seitig gleich.

4) Etwa bis zum funften Tage nach der Resektion des Ganglion symp. cervi. 

sup. ist die Antikorpermenge in der Augenkammer auf der operierten Seite zweimal so 

gross wie die in der des gesunden Teiles. Dagegen vermindert sie sich umgekehrt spater, 
etwa nach 10 Tagen, und zeigt nur die Halfte von der des gesunden Teiles. In einer 

Zwischenzeit von 5 bis 10 Tagen nach der Resektion bemerkt man haufig keinen Unter

 schied zwiechen den Antikorpermengen in dem Kammerwasser beider Augen.

5) Das Mengenverhaltnis des Antikorpers nach der Operation zeigt zwischen 

der operierten und gesunden Seite nicht einen so grossen Unterschied, hochstens das 4 

fache bei dem Anfangsstadium nach der Operation verglichen mit dem gesunden Teile.

(Autoreferat).
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第1章　 緒 言

血 行 内 ノ免 疫 體 ガ眼 ノ前 房 内 ニ移 行 スル 事實 ハ既 ニRomer1,2), Wessely3), Leber4), Rymo

witz32)ノ諸氏ニヨリ實驗 セラレシ事實 ニシテ宮下博 士5)ハ自働免疫家兎ニ於テ溶血素ハ微量ナ

レドモ移行 ス ト言 ヘリ. Salus7)モ 亦血行中ニ存在 スル免疫體 ノ前房内移行ヲ認 メテ凝集素及 ビ

抗毒素ハ比較的容易ニ移行 シ溶菌素ノ移行ハ稍々困難ニシテ溶血素 ハ甚ダ微量ニ於テ移行スル

コ トヲ 報告セリ.

木村8)氏モ溶血素 ニ付高木9)氏ハ凝集素ニツキ健康ナル前房内ニ移行シ得ベキ事ヲ報告セリ.

最近我 ガ敎室ニ於 テ木村(敏 太)12)氏モ血行内ニ自働免疫ヲ施 シタル家兎ノ正現前房水中ニ凝

集素,溶 血素 ノ移行ヲ證明 シ同時ニ亦血清沈降素竝ニ細菌沈降素ノ前房内出現 ヲモ證明報告セ

リ.
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次 ニ交感神經 ガ前房水 ノ分泄 ニ特種 ノ關係ヲ有スル事ハ既 ニAdammuek22)氏 ガ交感神經切

斷又ハ三叉神經刺戟 ハ前房水分泄 ヲ增加シ反之交感神經 ノ刺戟又ハ三叉神經切斷ハ前房水 ノ分

泄ヲ減少セシムル事實 ヲ以テ證明セリ.又 血行中ニ注入セル色素又ハ血中ノ蛋 白質 ガ前房内移

行ニ際 シテ交感神經 ガ或ル作用 ヲナス事實モ亦認 メラレシ所ナ リ.

即チNicati25)氏 ハ交感神經切斷側 ニ於テ色素 「フルオ レスチン」ガ非手術側前房ニ比較 シテ

速ニ出現 シ交感神經 ヲ刺戟 スル時ハ出現 ヲ遲延セシムル事實 ヲ證明 セリ.

反之梶川10)氏 ハAscher氏敎 室ニ於テ腹腔内ニ移入 セル色素「フルオ レスチン」ガ上頸部交感

神經節摘出側 ニ於 テ眼前房内ニ出現 スル時間ガ健側 ノモノニ比較 シテ遲延 シ且其ノ第2再 生前

房水ノ蛋 白含有量 モ亦健側 ノモノニ比較 シテ少量 ナル事實ヲ測定 シ,上 頸交感神經節除去ハ血

管ノ滲透性ヲ減少 セシムルモノナ リト結論 セリ.又 山本21)氏モ之 ト同樣ナル成績 ヲ報告セリ.

然ルニ最近L. Karczag及 ビN. Zilahy24)氏 ハSaurefuchsin及 ビWasserblanヲ 靜脉内ニ

注入セル試驗ニ於テハ上頸交感神經節切除側 ニ於ケル前房水 ニ著 シク移行增加ス ト云 フ.又 水

田,澤 田19)兩氏モ上頸 交感神 經節ヲ切除 スル際眼前房内ニ移行スル色素ノ濃度 ハ神經節切除側

ニ於テ大ナ リト云ヘ リ.尚 ホ宇佐美15,16)氏ハ「ウラニ ン」色素 「インヂゴカルミン」「フクシン」

沃度「ナ トリウム」蛋白含有量 ニ就キ實驗ヲ行 ヒ切除側 ニ於ケル前房水 ノ含有量 ガ大ナルヲ認メ

又山本(清 一)17,18)氏モ同樣 ニ切除側 ニ於テ增加ヲ認メタルモ此增 加ハ一過性ニシテ,ヤ ガテ

消失 シ,15日 以後ニ於テハ既ニ健側 ノモノヨリモ減少 スト云ヘ リ.

免疫體ヲ以テ上頸交感神經節切除 ノ影響ヲ試驗 シタルハ高橋20)氏 ノ「チブス」菌 ノ凝集素 ア

ルヲ知ルノミナリ.即 チ同氏ニヨレバ切除後7日 頃迄ハ切除側前房水ノ凝集價ノ增加ヲ認 メ得

ルモ2週 間以後ハ正常ニ復 スルモノナラント告ゲタリ.

余 ハ細菌凝集素以外ノ抗鷄血球凝集素,抗 山羊血球溶血素,抗 牛血淸沈降素ヲ以テ實驗 セリ

即 チ先ヅ其ノ正常前房水中ニ於ケル凝集素,溶 血素竝ニ沈降素ノ量 ヲ左右ノ眼前房水 ニツキ測

定比較 シ次ニ左側ノ上頸交感神經節 ヲ除去シテ之ニヨリテ左右前房水 ノ抗體量ニ果 シテ影響 ヲ

惹起 スルヤ否ヤ同時ニ其ノ經過 ヲ長時日觀察 シ更 ニ進 ミテ兩側 ノ神經節ヲ除去セル場合 ノ影響

ヲ實驗 シ以下述 ブルガ如キ成績ヲ得タ リ.

第2章　 實驗材料竝ニ實驗方法

第1節　 免 疫

實驗動物 トシテハ2.300-3.000gノ 健 康家兎 ヲ用

ヒ特 ニ眼 ニ結膜充血炎症 等ナキモ ノヲ選 ビテ實驗 ニ

供 セリ.免 疫 ニ際 シテ 牛血淸 ハ0.5-1ccヲ 鷄竝 ニ

山羊血球 ハ生理的食鹽水 ヲ以テ3囘 洗滌 シ,10%血

球食鹽水浮游液 ヲ作 リ其 ノ5ccヲ1囘 量 トナ シ各4

日 ノ間隔 ヲ以 テ靜脉 内 ニ數囘注射 シ時々其 ノ免疫價

ヲ測定 シ高價 トナレルモ ノヲ使用セ リ.

實驗 ニ當 リテハ前房 水採 取 ト同時 ニ採血 シ血淸 ヲ

分離 シテ其 ノ免疫價 ヲモ測定 セ リ.
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148　 後 藤 義 貞

第2節　 上頸部交感神經節除去法竝ニ前房穿刺法

家兎 ヲ固定器 ニテ 固定 シ頸部 ノ毛髮 ヲ剪除 シ,次

ニ頸部 ノ皮膚 ヲ正中線 ニ於テ切開 スル コ ト5-7cm

徐 々ニ周圍 ノ組 織 ヨ リ上頸交感神 經節 ヲ剥 離切除 シ

テ切除創 ヲ再 ビ縫合 シテ手術 ヲ終 ル.之 等手術 的操

作ハ勿論 可及的無菌的 ニ行 ヒタ リ.

前房穿 刺方法.ハ 家兎 ヲ固定 箱 ニ入 レテ家兎 頸部

ヲ固定 シ助手 ヲシテ眼球 ヲ固定鑷 子ヲ以テ穿刺部位

ニ近 キ直筋腱 部ヲ把持 固定 セ シメ術者ハ角膜縁 ヨ リ

1/5ノ注射針 ヲ徐 々 ニ刺 入此際注射針 ノ尖端前房 内ニ

現レ シ時ハ虹彩 面 ニ並行 セ シメ,瞳 孔領 ノ凡 ソ中央

部面 ニ至 リテ止 メ前房水 ノ所要 量ヲ吸引 ス,吸 引用

注射器 ハ1.0cc「 ツベルク リン」用注射器 ヲ用 ヒタ リ.

使用前注射器 ハ淸拭 乾燥 シヲク コ トハ勿論 ナ リ.

注射針尖端 ハ最深 ノ注意 ヲ拂 ヒ他 ノ角 膜,虹 彩,水

晶體等 ノ組織 ヲ傷 ツクル コ トナキ樣 ニセ リ,前 房水

ハ毎常0.2ccヲ 靜カニ吸引 シ第2再 生前房水ハ數分

後室 温ニ放置 セバ凝 固スル ヲ以テ之 ヲ硝子棒 ニテ攪

拌 ス レバ纎維素 ノミ容 易 ニ分 離 シ殘 餘 ノ液 ハ流動性

透 明ナルモ之 ヲ遠心沈降 シ其 ノ上淸 液 ヲ實驗 ニ供 セ

リ.

第3節　 凝 集 反 應

凝集 原 トシテ使用 ノ鷄血球 ハ總テ新鮮 ナル鷄 血液

ヲ脱纎維 ノ後,生 理的食鹽水 ヲ以テ3囘 洗 滌後0.5%

食鹽水 浮游 液 トシテ實驗 ニ供 セ リ.

檢査 方法.ハ 免疫血淸 又ハ前房水 ヲ豫 メ56℃ ニ

1/2時間加温非働性 トナシ之 ヲ順次生理的食鹽水 ヲ以

テ稀釋 シ共 ノ各稀釋液4.5ccニ 對 シ上記0.5%鷄 血

球凝集 原 ヲ同量混和 シ37℃ ノ孵卵器中 ニ2時 間保

存 シ爾後室 温ニ放 置 シテ其 ノ成績 ハ翌朝之 ヲ判定セ

リ.凝 集力強カ ニシテ振盪 スルモ血球 ハ全部下方 ニ

凝 集沈降 シテ上液 ノ全 ク無色 透明ナ ルモ ノヲ〓 ト記

號 シ,振 盪 スレバ上液 ノ血色 ヲ帶ブ ル程度 ニ從ヒ〓

或 ハ+ト シテ全 ク凝集 セザル モノヲ-ト 記載 セ リ.

第4節　 溶 血 反 應

生理的食鹽水 ヲ以 テ3囘 洗滌セ シ山羊血球 ノ2.5%

ノ生理的食鹽水 浮游 液 ヲ作 リ,之 ヲ溶血原 トシテ使

用セ リ.溶 血素 血淸竝 ニ前房水ハ56℃ ニ1/2時 間 加

温 非働 性 トナ シ補體 トシテハ海〓 血清 ヲ使用 シ使用

補 體量ハ補體價 ノ2倍 トセ リ,又 血球 液ハ2.5%山

羊血球生理的食鹽水浮游液 ヲ使用セ リ.溶 血反應 ハ

37℃ ノ孵 卵器 ニ2時 間入 レテ置キ後取 り出 シテ 冷所

ニ翌朝 マデ靜置 シテ翌朝觀察 シテ成績 ヲ判定 セ リ.

其 ノ成績ハ完全溶血 ヲ+ト シテ全 ク溶血 セザル モ ノ

ヲ-ト シ其 ノ中間 ノモ ノヲ± トセ リ.

第5節　 沈 降 反 應

緒 方敎 授 ノ抗體稀釋沈降反應 ヲ用 ヒタリ.本 法 ハ

緒方敎 授 ノ發 表セ ラレ シモ ノニシテ,沈 降素 血淸 ヲ

1%「 アラビヤ ゴム」生理的食鹽水溶液 又ハ10%海 〓

血清生理的食鹽 水溶液等 ニテ漸次稀釋 シ之ニ生理的

食 鹽水 ヲ以テ遞 降的 ニ稀釋 セル沈降 原ヲ重疊 ス,然

ル時ハ沈降 原 ノ一定 稀釋度 ニ於テ各免疫 血淸 ニヨ リ

其 ノ稀釋 ヲ異 ニスルモ ノ最 モ強 ク反應 ス此沈降原稀

釋度 ヲ結 合帶 ト稱 シ,結 合 帶 ト反應 シ得ル血淸 或 ハ

前房水 ノ最高 稀釋度 ヲ沈降素 價 トス.

尚 ホ家兎 ノ正常 第1前 房水 ハ其 ノ沈降素價甚 ダ低

キ爲 メ正規前房水 中 ノ沈降素測定 ニハ特 ニ沈降原 タ

ル血淸 ヲ1%「 アラ ビヤゴム」食鹽水 溶液 ニテ稀釋 シ

テ之 ヲ細小試驗管底 ニ盛 リ前房 水 ヲ其 ノ上 ニ重層 シ

テ所謂逆 重層沈降反應 ニヨ リテ此成績 ヲ判定 セ リ.

其 ノ反應ハ重 層後15分, 30分, 1時 間, 2時 間 ニ

觀 察 シテ15分 ニテ陽性 ナルモ ノヲ〓 トナ シ30分 ニ
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テ陽 性 ノモ ノヲ〓 トシテ1時 間 ニテ陽 性 ノモ ノヲ〓

トシ2時 間 ニテ陽性 ノモ ノヲ+ト シ其 ノ成績 ノ陰性

ナ ル モ ノヲ-ト セ リ.

第3章　 實 驗 成 績

第1節　 免疫體 ノ前房内移行量左右比較

家兎 ノ靜脉 ニ種 々ノ抗原 ヲ注入 シテ高度 ノ自働免

疫 ヲ施 ス場 合ニハ其 ノ前房 水中 ニハ甚 ダ微量 ナル モ

免疫體 ノ出 現 スル コ トハ既 ニ多數 ノ學者 ニヨ リ實驗

證明 セ ラレ シ所 ナリ.然 ルニ其 ノ出現量 ニツイテハ

常 ニ一定 セズ.研 究 者ニ ヨ リ各 々異 ル成績 ヲ見 ル.

石 川氏 ハ「ヂブテ リー」免疫馬 ニ於 ケル抗毒素 ノ正常

前房水中ノ出現量ハ血淸ノ1/600-1/1.500ナ リト云

ヒ.高 木9)氏 ノ細菌凝集 素 ノ出現量ハ1/300-1/10.000

ナ リ ト.溶 血素 ハ宮 下 博士 ニ ヨレ バ約1/1
.000畑 博 士14)

ニヨレ バ1/100-1/500ナリト 云 フ.要 スル ニ各抗 原ニ

ヨ リ異 リヌ 同一抗 原ニ於テ モ各人 ノ成績 必ズ シモ一

致 セズ.我 ガ敎室 ニ於 ケル木村12)氏ノ研究 ニヨ レバ

免疫體 ノ前房内出現量 ハ免疫 ノ時期 ト主要 ナル關係

ヲ有 シ最終免疫後7日 頃 ニ於テハ血淸 トノ比大 ナル

モ30日 以 後ニ於テハ其 ノ比小 ナ リト云 フ.

余ハ本試驗 ノ成績 ヲ正確 ナラシムル タ メニ家兎 ノ

免疫 囘數 ヲ一般 ニ5-9囘 トナ シ,最終 ノ免疫 ヨ リ常

ニ5-7日 目ニ於 ケル 血清竝 ニ前房水 ノ 免疫體量 ヲ

測定 セ リ.

前房水 ニ於 ケル沈降素 ノ證 明 ハ凝集素竝 ニ溶血素

ト異 リ多數 ノ實驗 ニ於テハ證明困難 トセラ レタルハ

由來沈降 反應 ハ主 トシテUhlenhuth氏 法 ニヨ リシ爲

メ ニシテ此方法 ニテハ抗原 ノミヲ稀釋 シテ抗體 ヲ稀

釋 セズ抗原稀釋度 ヲ以テ沈降素價 トセル爲 メ何等沈

降 素 ノ量的關係 ヲ示ス ニ非 ラザル コ トハ明 カナ リ.

之 ニ反 シテ緒 方敎授 ノ抗原及 ビ抗 體稀釋 ニヨル沈降

反 應 ノ極 メテ明確 ニ沈降素量 ヲ表 スハ既 ニ諸 先輩 ノ

多 數實驗 ニ ヨリテ確 證 セラ レシ所 ニシテ我敎 室木村

氏 ニ ヨレバ前房 水中 ノ沈降素ハ何 レ モ毎 常血行内沈

降素 ト全 ク同一結 合帶 ヲ有 シ血淸 ノ1/250-1/1.000ノ

沈降素 ノ存在 スル事實 ヲモ證 明セ リ.余 ノ沈降反應

ニ於 ケル實 驗ハ木 村氏 ニ倣 ヒ緒方敎 授 ノ稀釋沈降反

應 ニヨ リシコトハ勿論 ニシテ,前 房 水 ノ如 キ沈降素

量 ノ少 キモ ノニ於 テハ結合帶 ヲ以テ セザ レバ到底 其

ノ證 明ハ困難 ナルベシ,而 モ沈降素血淸 ハ凝 集素,

溶血素血淸 ニ比 シテ抗體量 ノ高價 ナルモ ノヲ得 ル コ

ト困難ナ ルモノニ於テハ特 ニ然 リトス.

余ハ左,右 正規 前房水 ノ抗體含有量竝 ニ第1囘 穿

刺後30-40分 後 ノ再生第2前 房水 ノ抗體含有量 ニ

ツキ共 ノ量的關係 ヨ リ左右 ヲ比較 シ之 ヲ明 ニ セリ.

再 生前 房水 ニ就テハ第1前 房水 ニ比較 シテ其 ノ含

有 蛋白量 ノ著 シク增加 スル コ トハ多 クノ實驗 ニ於テ

認 メラレ シ所 ニ シテ抗 體 ノ前房 内出現率 モ亦蛋白量

ノ增加 ト比例 ス ト云 フ.即 チ畑 博士 ニ依ル時ハ再 生

前房水 中 ノ溶血素 含量ハ第1囘 穿刺後30-40分 後 ニ

於テ最高 ニ達 シソレ以後 ハ消退 比較 的速 ニシテ5-6

時間 ニ於テ ハ略 ボ正常 ニ復歸 シ其 ノ消長バ前房水中

ノSerumglobulinト 其 ノ軌 ヲ一 ニス ト云 フ.

余 ノ再生第2前 房水 ノ抗體量測定 ハ最 モ蛋 白量 ノ

増加セル時期 即チ穿刺 後30-40分 後 ニ採 取 シテ 左

右兩前房 水 ノ抗體含有量 ヲ比較 シ同時 ニ血淸 ニ對 ス

ル抗體量 ヲモ比較セ リ.是 レ則 チ沈降素血淸 ハ凝集

素溶血素 ト異 リ量的關係 ニヨル免疫價ハ一般 ニ低 キ

ガ爲 メ正規 前房水 ニ於テ屡 々沈降素 ノ證明困難 ナル

場合 ニモ30-40分 後 ノ第2再 生前房水 ニ於 テハ容

易 ニ左,右 前房水中 ノ抗體量 ヲ比較 シ得 タリ.余 ハ

各種免 疫家兎 ノ左右前房水 ノ抗體量 ヲ比較 スルニ第

1表 ノ結果 ヲ得 タ リ.
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第1表　 (其 ノ1).

血行 内自働 性免 疫 ヲ施 シ タル家兎 ノ第1前 房水 竝 ニ30-40分 後

採取 セル第2前 房 水ニ出現セル凝 集素,溶 血素,沈 降素 ニ就テ

備 考　 Nr. 1. 家兎ハ非免疫 正常家兎 ニシテ,他 ハ免疫家兎 ナ リ.

　 Nr. 7. 家 兎 ノ結 合 帶 ハ1:500

　 Nr. 8. 〃 〃1:1.000

　 Nr. 9. 〃 〃1:10.000

　 Nr. 10. 〃〃1:500

}本 表 ニハ稀釋沈降價 ノミヲ記載 セ リ.

/ノ 記號ハ檢 査不明ナルモ ノ,
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第1表　 (其 ノ2)

抗鷄血球凝集素竝ニ抗山羊血球溶血素ニ就テ　左右前房水ノ抗體移行量比較
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第1表　 (其 ノ3)

抗 牛血淸 沈降素 ニ就テ　 左,右,前 房水 ノ抗體移行 量比較

第1表 ハ家兎 ノ血行 内ニ鷄 血球,山 羊 血球,牛 血

清 ヲ數囘注射 シテ高價 ノ免疫 ヲ得 タル家兎 ニツキ血

清竝 ニ左 右前房水ニ於 ケル抗體量 ノ比較 ヲ爲 セルモ

ノニシテ即 チNr. 1家 兎ハ免 疫セザル正常家兎ナル

ガ正常家兎 ニハ鷄 血球 ノ正常 血淸凝 集素 ヲ證 明スル

モ僅20倍 ニ於 テ 認 メ得 ル僅少 ナル モ ノニ シテ 免疫

家兎トハ趣ヲ異ニセリ從テ此非免疫家兎ニ於テハ左

右前房水中ニ凝集素ヲ證明シ得ザリキ.

Nr. 2及 ビNr. 3家 兎 ハ鷄血 球 ニテ免疫 セル家兎

ナルガNr. 2ハ10240倍, Nr. 3ハ5120倍 陽性反應

ヲ示 ス此家兎 ノ前房 水 ニハ左右共移行抗體 量ニ差異

ヲ認 メ得 ズシテ約血淸 ノ1/512ノ 移存 ヲ認 メタリ.

次 ニ第1囘 穿刺後30-40分 後ハ最 モ多 ク前房水 中

ニ蛋白量 ノ移行 ガ起 ル ト云ハ ルモ,余 ノ實驗 ニ於テ

ハ各家兎共 大約 血淸 ノ1/8ノ 抗體移 行 ヲ認 メ得 タリ

同樣 ニ抗 山羊 血球溶 血素及 ビ抗牛血淸 沈降 ニ於 テモ

亦第1前 房水ニ比シテ第1穿刺後30-40分 ニ採取セ

ル再生 第2前 房 水 ニハ著明 ノ抗體移行 ヲ認 メ得 タ リ.
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竝 ニ血球 凝集素竝 ニ溶 血素 ト異 リ沈降素 ノ前房内

移 行 ニ關 シテ從來其 ノ證 明ハ長谷 川31)氏ノ如 キモ第

1前 房水中 ノ沈降 素證 明ハ困難 トセルハ 其 ノ檢査方

法 ガ獨 リUhlenhuth氏 法 ニヨリシ爲 メ前房水中 ノ沈

降素ハ證 明サ レザ リシモ ノナルベ ク緒方氏法 ニ ヨ リ

抗原 ノ結合帶 ヲ以 テ檢 ス レバ明カ ニ證 明 シ得 タルモ

ノナラ ント信ズ.即 チ余 ノ實驗 ニ於 テモ抗 牛血淸 家

兎免疫血淸 ノ稀 釋沈降價1:800以 上 ノ免疫家兎Nr. 7,

 8, 9, 10ニ 於テハ第1表(其 ノ3)ニ 示スガ如 ク前房

水 ハ結 合帶 ヲ基準 トシテ高 低稀釋抗 原ニ陽 性 ノ反應

ヲ呈 セ リ.尚 ホ余ハ第1前 房 水 ノ沈 降素測定 ハ逆 重

層法 ニヨリ血淸 抗原 ノ上 ニ第1前 房 水 ヲ重層 シテ白

輪 ノ生 ズルヤ否 ヤヲ檢査 セ リ.即 チ以上 ノ實驗成績

ヲ總括 ス レバ正規 前房 水竝 ニ第1囘 穿刺後30-40分

後 ノ第2再 生前房水中 ノ抗體 量ニ於テ左,右,前 房

水 ヲ比較 スル ニ大體略 ボ等 シ.

第1前 房 水ハ抗鷄血球凝 集素 ニ於 テハ血淸 抗體量

ノ1/250-1/500ノ 移行 ヲ認 メ,山 羊血球 溶血 素ハ大略

1/

10000-1/2500沈 降 素ハ血淸 ノ沈降素量 ノ1/500-1/2000

ノ移 行ヲ證 明 セ リ.第2再 生前房 水ハ第1囘 前房 水

穿刺後 ノ時間的 關係ニ ヨリ大 ニ趣 ヲ異 ニス ト云ハ ル

モ第1囘 穿刺後30-40分 後 採取 セル再生 前房水 ハ

凝集素 ニ於 テハ血淸 ノ1/4-1/8溶 血素ハ1/5-1/8沈

降素 ハ1/3-1/10ノ 抗體 量 ヲ證 明 シ得 タリ.尚 ホ余 ハ

沈降反應 ノ外 ニ補體結合反應 ヲ以 テ前房 水 ノ抗體 ヲ

證 明 セ リ.第1前 房水 ノ沈降 素移行 ニツキ補體結 合

反應 ヲ試 ミタル ニ補體結合反應 ニ於 テモ沈降 反應 ト

同一 ノ結果 ヲ認 メ得 タ リ.即チNr. 10家 兎ハ血淸 ノ

第2表
免 疫家兎 ノ眼 ニ炎症 アル場合 ニ於 ケル前房 内免疫 體 ノ移行 ニ就テ
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沈降 素價 ハ結合帶 ニ於 テハ1:2迄 反應陽性 ナルニ補

體結 合反應 ニ於テ モ亦結 合帶 ニ於テハ1:2迄 陽性反

應 ヲ認 メ得テ 沈降素 ト補體結合性抗體 トハ同一物 ナ

ル コトハ前房 水 ノ場 合ニ於テ モ亦認 メ得 タリ.只 此

際結合 帶ガ沈降反應 ニ於 ケル時 ヨ リモ稍々高稀釋 ニ

移行 スル ヲ認 メ得 タリ.以 上 ハ免疫 家兎 ノ左 右 ノ兩

眼 ノ全然 健康 ナル場合 ニ於 ケル成績 ナレ ドモ一 眼 ニ

炎 症又ハ充 血等 ヲ惹起 センカ,此 關係ハ著 シク變化

ヲ起 シテ炎症 眼 ノ前房水中 ニハ著 シ ク健眼 ニ比 シテ

抗體 ノ增量 シ來ルモ ノナ リ.其 ノ抗體增 加 ハ眼 ノ炎

症 ノ輕重 ニ比例 スルモノ ノ如 シ余ハ1側 ノ眼 ニ虹彩

炎 ヲ起 セルモ ノ即チ毛樣充血竝 ニ羞明 ノ存在 スル家

兎 ニ免疫 ヲ施 シ又ハ免疫 中 ニ1側 眼 ニ虹彩炎 ヲ惹起

セル家兎 ニツキ其 ノ左,右 前房水 中 ノ抗 體量 ヲ比較

セル ニ常 ニ患眼前房 水中 ニハ健眼 ニ比 シテ著 シク抗

體增 加 ヲ認 メタ リ.即 チ第2表 ノ如 シ.

故 ニ余 ハ上頸 交感神 經節除去 ノ影響 ヲ左,右 前房

水中 ノ抗體量 ニ ツキ檢索 スル ニハ常 ニ實驗家兎眼 ノ

充 血炎症 ノ有無 ニツキテ ハ特 ニ注意 シ結 膜充血 或ハ

眼 ニ炎症 ヲ起 セルガ如 キ家兎 ハ成績 ニ算入セザ ルコ

トトセ リ.

第2節　 上頸交感神 經節剔除ノ免疫體 ノ前房内

移行ニ及ボス影響ニ就 テ

上頸 交感神 經節剔除 ノ抗體 ノ前房 内移 行 ニ及 ボス

影響 ハ既ニ前述 ノ如 ク色素又ハ前房 水中 ノ含有蛋 白

量 ヲ以テ 比較試 驗セ ラ レタル ニ手術 側前房 水ガ健側

ノ前房 水ニ比較 シテ色素或 ハ蛋 白含有量 ノ增加 ヲ認

メ タル モノハAdamulk, Rarezag及 ビZilahy,水 田,

澤田,宇 佐美,山 本(淸 一),高 僑氏等 ニシテ,反 之寧

ロ手術 側前房水 ニ減 量ヲ認 メタル モノハ梶川,山 本

等 ノ諸氏 ナ リ.山 本(淸 一)氏 ニヨレバ手術 ノ初期 ニ

於テハ増量 スル モ10-15日 以 後ニ於 テハ之ニ反 シ

テ減量 ス ト云 ヘ リ.

余 ハ上頸 部交感神 經 節剔除手術後18時 間 ヨ リ約

30日 ニ至 ル長期 ニ亙 リ其 ノ經過 ヲ觀 察 シテ 免疫體

ノ前房 内移 行ニ ツキ果 シテ如 何ナル影響 ヲ與 フルヤ

ヲ明カニセ ントセ リ.

第1項　 上頸交感神經節剔除ノ前房水中ノ凝集素量ニ及ボス影響

鷄 血球 ヲ以テ高度 ニ免疫 セラレ タル家 兎 ノ左,右

前房水 ヲ各々0.2cc穿 刺吸引 シ又更 ニ其 ノ後30分-

40分 ノ再生第2前 房 水 ヲ穿刺吸引 シ同時 ニ家兎 ノ耳

靜脉 ヨ リ採血 ヲ行 ヒ,血淸,第1前 房水,第2再 生

前房水 ノ左,右 各 々ニ ツキ,其 ノ凝集素 價 ヲ測定 シ

テ之 ヲ比較 スルニ其 ノ實 驗成績 ハ第3表 ノ如 シ.

第3表

抗鷄血球免疫家兎ノ上頸交感神經節剔除ノ前房水ノ凝集素價ニ及ボス影響
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以 上 ノ實驗成績 ヲ總括 考按 スル ニ,第1前 房 水中

ノ凝集 素價ハ健 側 ニ於テハ 血淸 ノ凝集素 價 ノ1/512-

1/2560ナリ.交 感神 經節除 去側前房 水ハ非手術 側 ノモ

ノニ比 シテ手 術後20時 間 ヨリ7日 頃迄 ハ抗 體 ノ含

有量多 シ.併 シ10目 以後 ニ於 テハ カヘ リテ非 手術

側 ノモ ノニ比 シテ少量 ナ リ.故 ニ余 ノ成績 ハ略ボ山

本(淸 一)氏 ノ實 驗成績 ト一致 スルモノナ リ.然 リト

雖 モ其 ノ左 右 抗 體 量 ニ差アル場合 モ1:4以 上 ノ差

異ハ未 ダ認 メ得 ザ リキ.

第1前 房 水採取30-40分 後 ニ於 テ採取 セル第2

前房水ハ第1前 房 水ニ比較 シテ著 シク其 ノ抗體量 ヲ

増 シ血淸中 ノ抗體 量ノ1/2-1/8ヲ 有ス.

第2前 房水 モ亦神 經節除去手術後7日 頃迄ハ手術

側前房水 ガ非手術側 ノモノヨ リモ免疫體多 ク含有 サ

ル10日 目以後 ハ却 テ少 シ.此消 長ハ第1前 房 水 ノ場

合 ト同樣ナ リキ.

第2項　 上頸部交感神經節剔除ノ前房水中ノ

沈降素含量ニ及ボス影響

高度 ニ免疫 サ レタル家兎 ノ正規 前房水中 ニハ タ ト

ヒ少量 ナ リトモ凝集素竝 ニ溶 血素 ノ移行 スル事實ハ

既 ニ證 明サレ タルニ拘 ラズ獨 リ沈降素 ノ證 明 ハ確實

ナ ラズ然 ルニ木村氏 ニヨ リ明カニ之 ヲ立證 セ ラレタ

リ.余 モ亦稀釋法 ニテ正規 前房 水 ノ沈降素 價ヲ測定

セ リ.尚 ホ實驗家兎 ハ沈降 素價 ノ極 メテ高價 ニ到達

セ ルモ ノヲ選 ビ本實驗 ヲ實 施 セリ.

沈降素血淸 ハ凝集素,溶 血素 血淸 ト異 リテ高々稀

釋 沈降 素價 ハ1:2000迄 ニシテ ソ レ以 上 ノモノハ全

ク稀有 ナ リ.家 兎 ノ血淸 ノ沈降素價250-500位 ノ

モ ノニ於 テハ第1前 房 水中 ニ沈降素 ヲ證 明 シ難 キ コ

トア リ.此 際ハ止 ムヲ得 ズ第2再 生前房 水 ヲ以 テ左

右抗體量 ヲ比較セ リ.其 ノ實驗成績 ハ第4表 ニ於 ケ

ルガ如 シ.
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第4表
抗牛血淸免疫家兎ノ上頸交感神經節除去手術 ノ前房内沈降素價ニ及ボス影響(除 去後20時 間-49日)

備 考.　 沈 降 反 應 ノ抗 體 含 有 量 ハ 總 テZonetiterヲ 以 テ 記 セ リ.
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第4表 中7號 家兎 ハ左側 上頸 交感神 經節 ヲ除去後

直 ニ體重1kgニ 對 シテ牛血淸1ccノ 割 ニ1囘 限 リ

靜脉内 ニ注入 セ ルモ ノニシテ手術後5日 目即チ免疫

後5日 目 ノ血清 及 ビ前房水 中 ノ沈降素 價ナ リ.

第4表 成績 ヲ總 括スル ニ第1前 房水 ノ沈降素量

ハ大 略血淸 ノ1/1.000ニ 相當 シ時 ニ血淸 ノ沈降素價

1:1.000ヲ 示 スモ正規 前房 水中 ニ沈降素 ノ證明 シ能

ハ ザ リシ場合 モア リ故 ニZonetiter 1:1.000以 下 ノ

モ ノニ於 テハ一般 ニ第1前 房水中 ニ證明 スルコ ト能

ハザル コ ト多 ク只 例外 トシテ1號 家兎 ノ如 キ其 ノ血

清沈降素價僅 々1:250ナ ルニ 手術 側正規前房 水中

ニ沈降素 ヲ證明 シ得 タ リ是 レ恐 クハ該家兎 ハ特 ニ約

半年 ニ亙 リ長時 日反覆 免疫 セ ルモノナ レバ 血淸沈降

素價 低ニモ拘 ラズ 正規 前房 水中 ニ沈降素 ノ出 現セル

モ ノナルベ シト推 考ス.以 上沈降素反應 ニ於 ケル成

績 モ既述 ノ凝集 素試驗 ノ成績 ト大差 ナキ結果 ヲ示 シ

即 チ上頸交感淸 經 節切除手術直後 ヨ リ5日 迄 ハ手術

側前房 内ニ於 テ抗體 ノ滲透 度多 ク之 ヲ非手術 前房水

ノ含有抗 體量 ニ比 シテ倍增 セ リ,7-10日 以後 ハ カ

ヘ リテ手術 側 ノモノ非手術側 ニ比 シテ1/2ニ減退 セ リ

而 シテ5-10日 間ハ增 量 ヨ リ減退 ニ至 ル移行期 ナレ

バ多 クハ左右 ノ抗體量 ニ差異 ヲ認 メザ ルコ ト多 シ.

第3項　 上頸交感神經節剔除ノ前房水中ノ溶血素含量ニ及ボス影響

凝集素,沈 降素 ト同一實驗 ヲ溶 血素 ニツキ實施 セ|リ.其 ノ成績ハ第5表 ニテ 示セ リ.

第5表

抗 山羊血球免疫 家兎 ノ上頸交感神 經節 切除 ニヨル前房内溶血素價 ニ及 ボス影響

之 ニ由 レバ非手術 側眼 ノ正規 前房 水中 ノ溶 血素含

量 ハ血淸 ノ ソレニ比 シテ大略1/1.000ニ 相當 シ宮下氏

ノ實 驗成績 ト同樣 ナル結果 ヲ得 タ リ.手 術 側前房 水

溶 血素含有量 ハ手術 後5日 迄 ハ非手術 側 ノソレ ニ比

シテ多 量 ナ リ.然 ル ニ10日 以後 ハ之 ニ比 シテ寧 ロ

減少 セ リ,共 ノ成績 ハ全 ク凝 集素竝 ニ沈降素 ニ於 ケ

ル場合 ト一致 ス.第1穿 刺後30-40分 後 ノ再 生前

房 水ニ就テハ血淸 ノ約1/8ノ 抗體含 有量 ヲ有 シ ソノ

上頸交感神 經節 切除 ニヨル影響 ハ全然第1前 房水 ト

同 一ナル消長 ヲ トル.

158



免疫體ノ前房移行ニ及ボス上頸交感神經節除去ノ影響ニ就テ　 159

第4項　 左右上頸交感神經節ヲ剔除セル家兎ノ

前房内免疫體移行ニ及ボス影響

以上諸種 ノ實驗 ハ免疫家 兎 ノ左側 交感神 經節 ヲ剔

除セル場合 ニ於 ケル其 ノ前房 内滲透性 ノ影響 ヲ檢セ

ルモ ノナルガ本項 ニ於テ ハ兩側 ノ上頸 交感神 經節 ヲ

剔除セ ル場合 ニ ツキ實驗 セ リ.

牛血淸 竝 ニ鷄 血球 ヲ以 テ免疫 セル家兎 ノ上頸交感

神經節 ヲ左 右同時 ニ切除 シ後3日 或 ハ10日 以後 ニ

於テ 血淸 ト共 ニ第1竝 ニ第2前 房水 ヲ採取 シテ各 々

ニ ツキ其 ノ抗體含 有量 ヲ測定 シテ血淸 及 ビ前房 内 ニ

於 ケル移行量 ヲ左右比較ス ルニ第6表 ノ成績 ヲ得 タ

リ.

第6表

左,右 兩側 ノ上頸交感神 經節 ヲ除去 セル家兎 ノ前房 内免疫體移行 ニ及ボ ス影響

備 考.　 牛 血淸 沈 降 反 應 ノ抗 體 含 有 量 ハ 總 テZonetiterヲ 以 テ示 セ リ.
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160　 後 藤 義 貞

此實驗 ニ ヨレバ兩側交感神 經 節除去 後 ハ抗體 ノ左

右前房 内移 行量 ニ差異 ヲ認 メ難 ク且免疫體 ノ前房 内

移 行量 ハ家 兎 ノ個 性 ニヨ リテ差 異アル爲メ之 ヲ一般

的 ニ增 減 ノ比較困難 ナルガ概 シテ神經 節剔除後3日

ニ於テ ハ10日 以後 ノモ ノヨ リモ平均移行量稍 々多

量 ニシテ除去後10日 以後 ノ前房 水ハ3日 以 内 ノモ

ノニ比 シテ移行量一般 ニ減少 セル モノノ如 キ傾 向ヲ

示 ス.

第4章　 總 括

1) 左,右 前房水中ノ抗體含有量ノ比較

畑博士ニ依 レバ家兎ノ正規前房水中ノ蛋白含有量ハ家兎ノ個體的差異アリテ成績必ズシモ 一

致セザ レドモ左,右 ノ差ハ殆 ド認 メ得ズ ト.

余 ノ免疫體抗體量 ノ比較試驗ニ於 テモ全ク左,右 ノ差異ヲ認 ムルコ ト能 ハザ リキ,然 ルニ眼

球或ハ結膜ニ炎症ヲ惹起 スルニ於 テハ著 シク其ノ趣ヲ異 ニシテ臨牀的炎症 々状 ニ略ボ比例 シテ

著明ナル免 疫抗體 ノ前房内移行 ヲ見ルニ至ルハ余 ノ實驗 ニ於テ明カナリ.此 事實ハ黴毒性硝子

體溷濁症ノ患者ノ硝子體 ハ既ニ健康ナルモノ ト異 リ多量 ノ抗體移行存在ス ト稱 スル白玖27)氏ノ

實驗成績 ト偶然一致セリ.

余 ノ健康ナル眼ニ於ケル實驗成績 ニヨレバ其ノ前房内抗體 ノ移行量ハ凝集素,溶 血素,沈 降

素ノ各抗體共 ニ大略血淸中ノモノノ1/500-1/2000相 當量ノ移行ヲ認 メ第1穿 刺後30-40分 後ノ

再生第2前 房水中ニハ血淸 ノモノニ對 シ1/2-1/8ノ 多量ノ抗體ヲ證明セリ.

2) 上頸交感神經節除去ノ前房水中ニ免疫體 ノ移行ニ及ボス影響 ニ就テ

該神 經節除去ニヨリ免疫體 ノ前房内移行量ニ影響 ヲ與 フル事實ハ余 ノ上記實驗ニ於テ明カニ

證明 スル所 ナ リ.即 チ術直後 ヨリ5-7日 迄ハ除去側前房水 ニ於 テ非手術側 ノモノニ比 シテ移

行量 ヲ增加 セシメソレヨリ漸次移行量ノ減退ノ傾向 ヲ トルヲ認 メ得タ リ.其 ノ增量 ヨリ減退ノ

移行期タル除去手術後5-10日 ノ間ニ於テハ左,右 前房水 ノ抗體量ハ平均 シテ差異 ヲ認 メ得ザ

ルコ ト多 シ.之 ニ由 リ是 ヲ觀 レバ上頸交感神經節ノ刺戟ハ眼球内血管 ノTonusニ 作用 ヲ與ヘ血

液中ノ抗體 ノ滲透性 ヲ抑止 セシメ前房内移行ヲ難 カラシムルモノナルガ此作用 ノ缺如 ニヨリ滲

透性 ヲ增大セシムルモノナ リ.カ クノ如キ免疫體 ノ前房内移行ル影響ハ山本(清 一)氏 ノ色素竝

ニ蛋白含量ニ於ケル成績 ト大體一致セ リ.

只余 ノ實驗ニ於テハ上頸交感神經節除去ニヨリ左,右 前房内抗體量 ニ差異アル場合ニモ其 ノ

差4倍 以上 ノ大差ヲ認 メ得ザ リキ.

第5章　 結 論

以上ノ實驗ニヨリ次 ノ如 ク結論ニ到達 セリ.

1) 発疫家兎ノ左,右 前房水ノ抗體量 ヲ比較 スルニ第1前 房水竝ニ第2前 房水 ハ共ニ略ボ量

的差異ヲ認 メ得ズ.
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2) 抗體ノ前房内移行ニ關 シテ凝集素,溶 血素,沈 降素 ハ其 ノ量的關係大略同一程度ニ移行

ス.

3) 第1前 房水ハ血中抗體量 ノ1/250-1/2000ノ抗體 ヲ含有ス.

4) 第1囘 穿刺後30-40分 後 ノ第2再 生前房水 ハ抗體含量著 シク增加 シ血中ノモノハ1/8-

1
/2　 トナル.

5) 上頸交感神經節剔除 スレバ抗體ノ前房内移行ニ影響 ヲ與 フ.

イ) 上頸交感神經節剔除後5-7日 迄 ノ除去側前房内抗體量ハ非手術側 ノモノニ比 シテ多

シ.

ロ) 剔除後10日 以後 ニ於テハカヘ リラ剔除側前房内抗體量ハ非除去側 ノモノニ比 シテ減

退 ヲ認ム.

ハ) 上頸交感神經節除去ニヨリ左,右 前房内抗體量ノ差異アル場合 ト雖 モ4倍 以 上ノ差異

ハ認 メ得ズ.

擱筆ニ當 リ終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ辱フセシ恩師緒方教授ニ衷心感謝ノ意ヲ表シ,併 テ多大

ノ御教示ヲ賜リタル解剖敎室平岩氏ニ厚ク感謝ス.
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